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第２１号議案 

 

       令和２年度福井県立高等学校入学者選抜における特色選抜の 

       実施校および実施種目について 

 

 

 別紙のとおり、令和２年度福井県立高等学校入学者選抜における特色選抜の実施校およ

び実施種目を定める。 

 

 

                      令和元年８月２６日提出 

                        教 育 長   豊北  欽一  

 

 

提案理由 

 

 令和２年度福井県立高等学校入学者選抜における特色選抜の実施校および実施種目を定

めたいので、この案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年８月２６日 

高 校 教 育 課 

 

       令和２年度福井県立高等学校入学者選抜における 

       特色選抜の実施校および実施種目について 

 

○特色選抜の概要 
 

・福井しあわせ元気国体に向け実施してきた選手強化を国体後も継続させる

とともに、各校の特色や魅力を強く打ち出すことを目的として、今春の入学

者選抜から実施 

・平成 31年度選抜では、23校 83種目で実施 

 （募集人員 296名、受験者数 265名、合格者数 226名） 

・出願に当たり、中学校長の推薦は不要 

・受験する種目と志望する学科・コースを合わせて出願 

 

○令和２年度入学者選抜における変更点 
 

・丹南高校と統合する鯖江高校および新設の武生商工高校をはじめ、５校にお

いて６種目を新設 

・鯖江高校および武生商工高校は、統合前の高校における種目も継続 

・平成 31年度選抜で実施した鯖江高校の体操および陸上競技（駅伝）につい

ては、新コースでの受入れとなるため、推薦入学者選抜にて募集 

・令和２年度選抜では、21校 87種目で実施（６種目増、２種目減） 

 

【令和２年度の新設種目】 

学校名 実施種目 

羽水 吹奏楽（男女）、課題探究（男女） 

金津 吹奏楽（男女） 

鯖江 
生徒会活動・ボランティア等社会活動（男女） 

※普通科スタンダードコースのみ募集 

丹生 硬式野球（男） 

武生商工 ロボットコンテスト（男女） 

  ※新設の学校および学科ならびにコース等の名称は仮称 



学校名

足   羽

羽   水

金   津

丸   岡

三   国

大   野

勝   山

スタンダードｺｰｽ 生徒会活動・ボランティア等社会活動（男女）

スポーツ・福祉ｺｰｽ

ＩＴ・デザインｺｰｽ

武 生 東
丹   生

敦   賀

美   方

若   狭

農業ｺｰｽ
食品ｺｰｽ
機械ｺｰｽ
自動車ｺｰｽ
電気ｺｰｽ
情報システムｺｰｽ
ビジネスｺｰｽ
生活デザインｺｰｽ

生活ｺｰｽ
福祉ｺｰｽ

電子機械ｺｰｽ
電気ｺｰｽ
経営ｺｰｽ
情報ｺｰｽ

　　　　特色選抜を志願できる者は、次のいずれにも該当する者とする。
ア　令和２年３月に中学校を卒業する見込みである者であること。　
イ　各校の特色を理解し、志願理由が明白かつ適切であること。
ウ　各実施校における次の資格要件を満たすこと。

建築システム
情報ケミカル

流通経済

食農科学

機械・
自動車

電気・
情報ｼｽﾃﾑ

１　実施校・実施学科・コース・実施種目
　　実施校および実施種目は、次のとおりとする。

普    通

普    通

普    通

化学システム
テキスタイルデザイン

福井農林

学科・コース名

普    通

普    通

普    通

鯖   江

普    通

普    通

普    通
普    通

普    通

普    通

普    通

情報工学

環境工学
生物生産

機械システム

武生商工

ものづくり

電子電気

情報ビジネス

電気情報

ハンドボール（女）、卓球（男女）、バレーボール（女）、
バスケットボール（男女）、ソフトテニス（女）、ソフトボール（女）
サッカー（男）、硬式野球（男）

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･
生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ

機　　械

生活科学
生産流通

会    計
情報処理
国際経済

商    業

電子機械
電    気

科学技術

地域創造

敦賀工業

福井商業

坂   井

都市・建築

電気･機械

令和２年度福井県立高等学校入学者選抜における
特色選抜の実施校および実施種目について（案）

ボクシング（男）、ハンドボール（男）、なぎなた（女）、邦楽[琴]（女）
吹奏楽（男女）、生徒会・ボランティア活動等（男女）、課題探究（男女）

カヌー（男女）、ソフトテニス（男）、硬式野球（男）、吹奏楽（男女）

サッカー（男）、新体操（女）、剣道（男女）、地域貢献・国際交流（男女）

セーリング（男女）、ソフトボール（女）、硬式野球（男）、吹奏楽（男女）
かるた（男女）

２　応募資格

奥越明成

商業マネジメント

若 狭 東

生活創造

スキー[アルペン]（男女）、バレーボール（男）、卓球（男女）
硬式野球（男）

実施種目

バドミントン（男女）、スキー[クロスカントリー]（男女）

※スポーツ・福祉コースのスポーツ専攻を除く

なぎなた（女）、陸上競技（男女）、バレーボール（男）
アーチェリー（男女）、硬式野球（男）、吹奏楽（男女）
課題探究・地域貢献（男女）
ホッケー（男女）、硬式野球（男）

バスケットボール（男女）、ライフル射撃（男女）、バドミントン（男女）
陸上競技（男女）、硬式野球（男）、美術（男女）

陸上競技（男女）、剣道（男女）、ソフトテニス（男）、卓球（男女）
柔道（男女）、硬式野球（男）
ボート（男女）、剣道（男女）、陸上競技[駅伝]（男女）、硬式野球（男）
吹奏楽（男女）
ボート（男女）、硬式野球（男）

レスリング（男）、相撲（男）、バレーボール（男）、郷土芸能（男女）

自転車（男女）、ライフル射撃（男女）、新体操（男）、
プログラミングコンテスト（男女）、ロボットコンテスト（男女）

ボート（男女）、硬式野球（男）

ウエイトリフティング（男女）、自転車（男女）、硬式野球（男）

相撲（男）

ボクシング（男）、フェンシング（男女）、硬式野球（男）、吹奏楽（男女）
ロボットコンテスト（男女）

ボート（男女）、ウエイトリフティング（男女）、
ラグビーフットボール（男）、レスリング（男）

※ゴシックは新設の学校および学科等ならびに新規の種目　　※新設の学校および学科ならびにコース等の名称は仮称

生活福祉

ﾋﾞｼﾞﾈｽ
情報

電　　気
ビジネス情報

別 紙



学校名 種目 男女 資　格　要　件

バスケットボール 男女

本校で学業との両立に励み、部活動、学校生活等でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する
者
①　県大会ベスト４以上の実績を有する者
②　県選抜・地区選抜選手に選ばれ、大会に出場の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

ライフル射撃 男女

本校で学業との両立に励み、部活動、学校生活等でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する
者
①　本校またはライフル射撃協会主催の体験会に参加し、本校ライフル射撃部で全国大会上位入賞を目指し３年間取
り組む意志を有する者
②　バランス感覚に自信があり、本校ライフル射撃部で全国大会上位入賞を目指し３年間取り組む意志を有する者

バドミントン 男女

本校で学業との両立に励み、部活動、学校生活等でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する
者
①　団体または個人で、県大会ベスト４以上の実績を有する者
②　県選抜・地区選抜選手に選ばれ、大会に出場の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

陸上競技 男女

本校で学業との両立に励み、部活動、学校生活等でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する
者
①　県大会４位入賞以上の実績を有する者
②　県や地区の代表選手に選ばれ、大会に出場の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

硬式野球 男

本校で学業との両立に励み、部活動、学校生活等でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する
者
①　県大会ベスト４以上の実績を有する者
②　県選抜・地区選抜選手に選ばれ、大会に出場の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

美術 男女

本校で学業との両立に励み、部活動、学校生活等でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のすべてに該当する者
ア　美術に関する能力・適性が特に優れている者
イ　県内外の絵画やポスターコンクール等で入賞経験のある者
ウ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

ボクシング 男
本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する者
①　本校または県ボクシング連盟主催のボクシング体験に参加し、本校ボクシング部で３年間取り組む意志がある者
②　体力に自信があり、本校ボクシング部で３年間取り組む意志がある者

ハンドボール 男
本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト４以上の実績を有する者
②　①と同等の能力を有する者

なぎなた 女

本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する者
①　本校、県なぎなた連盟または全日本なぎなた連盟主催のなぎなた体験や大会に参加した経験があり、本校なぎな
た部で３年間取り組む意志がある者
②　体力に自信があり、本校なぎなた部で３年間取り組む意志がある者

邦楽［琴］ 女
本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のすべてに該当する者
ア　琴演奏の経験を有する者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

吹奏楽 男女

本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する者
①　コンクールやコンテストで県大会金賞以上の実績を収めた団体の中心メンバー（部長、副部長、パートリーダー
等）として活躍した者
②　①と同等の能力を有する者

生徒会・
ボランティア活動等

男女

中学校在学時に、次のいずれかに該当する者で、本校入学後もそれらの活動を継続する意志のある者、またはそれら
の活動の経験を活かした学校生活を送る意志のある者
①　生徒会活動において、会長、副会長等として活躍した実績を有する者
②　ボランティア活動等において継続的に活動し、中心的メンバーとして活躍した実績を有する者

課題探究 男女

中学校在学時に、次のいずれかに該当する者で、本校入学後、率先して課題探究活動に取り組むことが期待できる者
①　地域や社会の課題解決に関する活動を行い、その成果を校外に発信（コンクールで発表、審査会に応募、各種発
表会でプレゼンテーションする等）した経験を有する者
②　自主的にテーマを定め、課題探究活動に、継続的に取り組んだ実績を有する者

カヌー 男女

本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する者
①　本校または県カヌー協会主催のカヌー体験に参加し、本校カヌー部でスプリント競技に３年間取り組む意志があ
る者
②　体力に自信があり、本校カヌー部でスプリント競技に３年間取り組む意志がある者

ソフトテニス 男

本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト８以上の実績を有する者
②　全国大会の県選抜選手に選ばれた者
③　本校が①または②と同等の能力を有すると認める者

硬式野球 男

本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト４以上の実績を有する者
②　県選抜・地区選抜選手に選ばれ、大会に出場の実績を有する者
③　本校が①または②と同等の能力を有すると認める者

吹奏楽 男女
本校で学業との両立に励み、部活動でリーダーとしての活躍が期待でき、かつ次のいずれかに該当する者
①　県大会以上のコンクール・コンテスト（団体または個人）で優れた成績を収めた実績を有する者
②　本校が①と同等の能力を有すると認める者

足羽

羽水

金津



学校名 種目 男女 資　格　要　件

サッカー 男

次のいずれかに該当する者
①　県内大会（地区大会を含む）でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　県選抜・地区選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

新体操 女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　団体または個人で、県内大会（地区大会を含む）でベスト４以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

剣道 男女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　団体または個人で、県内大会（地区大会を含む）でベスト４以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

地域貢献・
国際交流

男女
小・中学校在学時に、地域活動（ボランティア活動を含む）や国際交流活動等において継続的に活動（団体活動にお
いては中心的メンバーとして活躍）した実績を有し、本校入学後も活動を継続する意志のある者

セーリング 男女
次のいずれかに該当する者
①　中学３年時の新体力テストで総合評価がＡ段階の者
②　中学校の運動部や県選抜チーム等で全国大会・北信越大会または全国大会に準ずる大会に出場の実績を有する者

ソフトボール 女

次のいずれかに該当する者
①　部活動や県選抜チーム等の選手として全国大会・北信越大会に出場の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　県大会ベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
③　①または②と同等の能力を有する者

硬式野球 男
次のいずれかに該当する者
①　県大会ベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　①と同等の能力を有する者

吹奏楽 男女
次のいずれかに該当する者
①　県大会以上のコンクールやコンテストで優れた成績を収めた実績を有する者
②　①と同等の能力を有する者

かるた 男女

次のいずれかに該当する者
①　県かるた協会の３級以上の級位を取得している者
②　全日本かるた協会の段位を取得している者
③　①または②と同等の能力を有する者

スキー
［アルペン］

男女

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・中部日本大会に出場の実績を有する者
②　県大会でベスト８以上の実績を有する者
③　アルペンスキーに関する能力・適性があり、志望する動機・理由が明白かつ適切である者

バレーボール 男
次のいずれかに該当する者
①　県大会・地区大会で選手として活躍した者
②　バレーボールに関する能力・適性があり、志望する動機・理由が明白かつ適切である者

卓球 男女
次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、県大会（県中体連・県卓球協会主催の大会）に出場の実績を有する者
②　卓球に関する能力・適性があり、志望する動機・理由が明白かつ適切である者

硬式野球 男
次のいずれかに該当する者
①　県大会以上の大会に出場の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　野球に関する能力・適性があり、志望する動機・理由が明白かつ適切である者

バドミントン 男女

本校を志望する動機・理由が明白かつ適切である者で、次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　団体または個人で、県大会でベスト８以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

スキー
［クロスカントリー］

男女
本校を志望する動機・理由が明白かつ適切である者で、次のいずれかに該当する者
①　県外大会出場の実績を有する者
②　①と同等の能力を有する者

丸岡

三国

大野

勝山



学校名 種目 男女 資　格　要　件

生徒会活動・
ボランティア等社会活動 男女

中学在学時に、以下のいずれかに該当する者で、本校入学後もそれらの活動を継続して取り組む意志がある者
①　生徒会長や副会長等として生徒会活動で活躍した実績を有する者
②　各種ボランティア活動に自主的かつ継続的に参加している者
③　伝統文化・地域行事、ジュニアリーダー等の活動に継続的に参加している者

なぎなた
女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　団体または個人で、県大会でベスト４以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

陸上競技 男女

次のいずれかに該当する者
①　短距離種目・障害種目または跳躍種目において、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　短距離種目・障害種目または跳躍種目において、県大会でベスト８以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

バレーボール 男

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　県大会でベスト８以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
③　①または②と同等の能力を有する者

アーチェリー 男女
次のすべてに該当する者
ア　アーチェリーに関する能力・適性が特に優れている者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

硬式野球 男
次のいずれかに該当する者
①　全国大会、北信越大会に出場の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　①と同等の能力を有する者

吹奏楽 男女

次のいずれかに該当する者
①　コンクールやコンテストで県大会金賞以上の成績を収めた団体の中心メンバー（パートリーダー等）として活躍
した者
②　ソロコンテストで①と同様の成績を収めた者
③　①または②と同等の能力を有する者

武生東
課題探究・
地域貢献

男女

中学校在学時に、次のいずれかに該当する者で、本校入学後、率先して諸活動に取り組むことが確約できる者
①　地域や社会の問題解決に関する考えを発信（コンクールで発表、審査会に応募等）し、入賞等の実績を持つ者
②　自主的にテーマを定めた探究活動を継続的に実施している者
③　各種ボランティア活動に自主的（学校単位の活動は除く）かつ継続的に参加している者
④　ボーイスカウト、ガールスカウト、ジュニアリーダー等の青少年育成団体に所属し、継続的な活動をしている者
⑤　伝統文化・行事に係る活動を継続的に実施している者

ホッケー 男女
次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　①と同等の能力を有する者

硬式野球 男
全国大会・北信越大会出場または県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者、あるいは同等の
能力を有する者

陸上競技 男女

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　県大会でベスト４以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

剣道 男女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　県大会で団体ベスト４以上または個人ベスト８以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

ソフトテニス 男

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　団体または個人で、県大会でベスト４以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

卓球 男女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　県大会で団体ベスト４以上または個人ベスト８以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

柔道 男女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　団体または個人で、県大会でベスト４以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

硬式野球 男

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
③　①または②と同等の能力を有する者

敦賀

丹生

鯖江



学校名 種目 男女 資　格　要　件

ボート 男女
次のいずれかに該当する者
①　運動部で県大会に出場の実績を有する者
②　①と同等の能力を有する者

剣道 男女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　団体または個人で、県大会でベスト８以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

陸上競技
［駅伝］

男女
次のいずれかに該当する者
①　県大会に出場以上の実績を有する者
②　①と同等の能力を有する者

硬式野球 男

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
③　①または②と同等の能力を有する者

吹奏楽 男女
次のいずれかに該当する者
①　楽器の演奏に関する技術や能力が優れており、志望する動機・理由が明白かつ適切である者
②　中学校の吹奏楽部の活動において中心的メンバーまたはリーダーとして活躍した者

ボート 男女

次のいずれかに該当する者
①　体格、身体能力（新体力テストの総合評価がＡ段階）、持久的能力（新体力テストの持久走またはシャトルラン
が９点以上）のいずれかが優れている者
②　新体力テストの総合評価がＢ段階以上で、忍耐力を有し努力できる者

硬式野球 男

次のいずれかに該当する者
①　野球に関する能力・適性に優れており、高い意欲を有する者で、県大会（県中体連主催の大会）に出場した者
②　全国大会の県選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

レスリング 男

次のいずれかに該当する者
①　レスリング競技の経験が３年以上の者
②　中学校で３年間レスリング競技に類する運動部に所属していた者
③　運動部で全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
④　運動部で県大会でベスト８以上の実績を有する者

相撲 男

次のいずれかに該当する者
①　個人で全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　個人で県大会でベスト４以上の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者で、志望する動機・理由が明白かつ適切である者

バレーボール 男

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会または県大会にレギュラーとして出場の実績を有する者
②　小学生県選抜または中学生県選抜もしくは地区選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

郷土芸能 男女

次のいずれかに該当する者
①　県大会以上の和太鼓コンクールで個人または団体として優れた成績を収めた実績を有する者
②　①と同等の能力を有する者
③　打楽器に関する能力・適性が優れており、志望する動機・理由が明白かつ適切である者

自転車 男女

次のいずれかに該当する者
①　自転車競技の経験を有する者
②　自転車競技に興味を持ち、運動部の県大会で上位入賞の実績を有する者
③　①または②と同等の能力を有する者

ライフル射撃 男女 ライフル射撃競技に興味を持ち、小・中学校在学時に、ライフル射撃協会等で活動経験がある者

新体操 男
新体操競技に興味を持ち、小・中学校在学時に、新体操競技、体操競技、トランポリン競技、ダンス等の経験がある
者

プログラミング
コンテスト

男女

次のいずれかに該当する者
①　プログラミングに興味を持ち、国の機関や大学等が主催、共催または後援をするプログラミングコンテストに出
場した経験のある者（入賞経験があることが望ましい）
②　各種情報処理技術者試験に合格した者

ロボット
コンテスト

男女
次のいずれかに該当する者
①　創造アイディアロボットコンテスト全国中学生大会福井県大会に出場した者（入賞経験があることが望ましい）
②　ＷＲＯ県大会またはブロック大会中学生部門で入賞した者

ボート 男女
次のすべてのものに該当する者
ア　中学３年時の新体力テストにおいて総合評価Ｂ段階以上の者、またはボート競技に関する高い身体適性を持つ者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

硬式野球 男
次のいずれかに該当する者
①　地区大会等で優勝または準優勝の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　①と同等の能力を有し、チームリーダーとして本校での活躍が期待できる者

美方

若狭

福井農林

科学技術

敦賀工業



学校名 種目 男女 資　格　要　件

ハンドボール 女

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　全国大会の県選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

卓球 男女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　県大会で団体ベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
③　県大会で個人ベスト８以上の実績を有する者
④　①から③のいずれかと同等の能力を有する者

バレーボール 女

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　全国大会の県選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

バスケットボール 男女

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　全国大会の県選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

ソフトテニス 女

次のいずれかに該当する者
①　団体または個人で、全国大会・北信越大会に出場の実績を有する者
②　県大会で団体ベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
③　県大会で個人ベスト１６以上の実績を有する者
④　①から③のいずれかと同等の能力を有する者

ソフトボール 女

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　全国大会の県選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

サッカー 男

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　全国大会の県選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

硬式野球 男

次のいずれかに該当する者
①　全国大会・北信越大会に出場または県大会でベスト４以上の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　全国大会の県選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

ウエイトリフティング 男女

次のいずれかに該当する者
①　陸上、柔道または体操の県大会でベスト４以上の実績を有する者
②　立幅跳びにおいて男子２６０㎝、女子２１５㎝以上の瞬発力を持つ者
③　①または②と同等の能力を有する者

自転車 男女

次のいずれかに該当する者
①　運動部の県大会でベスト４以上の実績を有する者
②　①と同等の能力を有する者
③　「走る」「跳ぶ」に関する能力が特に優れている者

硬式野球 男

次のいずれかに該当する者
①　県大会・地区大会で上位入賞の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　県選抜・地区選抜選手に選ばれた者
③　①または②と同等の能力を有する者

奥越明成 相撲 男
次のすべてに該当する者
ア　相撲に関する能力・適性が特に優れている者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

ボクシング 男
次のすべてに該当する者
ア　ボクシングに関する能力・適性が特に優れている者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

フェンシング 男女
次のいずれかに該当する者
①　学校や協会が主催するフェンシングの体験教室に参加した経験を有する者
②　体力に自信があり、本校フェンシング部で３年間熱心に取り組む意志がある者

硬式野球 男
次のいずれかに該当する者
①　地区大会等で優勝または準優勝の実績を有し、中心選手として活躍した者
②　①と同等の能力を有する者

吹奏楽 男女
次のいずれかに該当する者
①　楽器の演奏に関する能力・適性が優れており、コンクールやコンテストで県大会金賞以上の実績を有する者
②　①と同等の能力を有する者

ロボットコンテスト 男女

次のいずれかに該当する者
①　創造アイディアロボットコンテスト全国中学生大会福井県大会に出場した者（入賞経験があることが望ましい）
②　越前市ロボットコンテストまたはＷＲＯ県大会に出場した者（入賞経験があることが望ましい）
③　①または②と同等の製作技能を有する者

ボート 男女
次のすべてに該当する者
ア　ボート競技に関する能力・適性が優れている者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

ウエイトリフティング 男女
次のすべてに該当する者
ア　ウエイトリフティング競技に関する能力・適性が優れている者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

ラグビーフットボール 男
次のすべてに該当する者
ア　ラグビーフットボール競技に関する能力・適性が優れている者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

レスリング 男
次のすべてに該当する者
ア　レスリング競技に関する能力・適性が優れている者
イ　志望する動機・理由が明白かつ適切である者

（注）１　資格要件における実績は、原則として当該種目における実績とする。
　　　２　地区大会、地区選抜の「地区」は、県内の各地区を表す。

福井商業

坂井

若狭東

武生商工

※新設校名は仮称、新設校名、新規実施種目等はゴシックで表記


